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【スタッフ入所のお知らせ】
ＳＢＬに新しいスタッフが入所いたしました。

はじめまして。日浦遥です。
スタッフが各々の業務に専
念できるよう、事務所内のお手
伝いをさせていただいていま
す。今まで税理士事務所という

と堅苦しいイメージを抱いていましたが、SBLは
賑やかで活気に溢れていて毎日楽しく仕事して
います。
これから一緒にSBLを盛り上げていきたいと思
いますので、どうぞよろしくお願いします。

事業所と従業員とが折半で負担する社会保険
料は負担が大きく、小規模事業所にとっては”経
営の重し”、従業員側では”給与手取額の減少”を
もたらします。両者の利害が一致している面もあ
り、未加入事業所の増加の一因となっています。

●未加入事業所は確実に捕捉される
行政は縦割りと良く言われます。税金は国税
庁、社会保険料は社会保険庁が担当し、それぞれ
の官庁が主導し別々で徴収業務を行っています。
今後、税務申告や、法定調書、税務調査を通じ

て、タイムリーかつ詳細な企業情報を把握する国
税庁から、社会保険庁への情報提供が実現され
るかもしれません。そうなれば、社会保険の加入
調査が未加入事業所に対して、ピンポイントで行
われると思われます。

●社会保険加入に向けて
社会保険未加入の事業所には、社会保険に加
入しても持ちこたえる水準での経営が求められ
ます。社会保険の加入は、マイナス面で捉えると
コスト（社会保険料）の増加と言えますが、プラス
面で考えると、優秀な人材の採用や企業の信用
力向上などをもたらします。
社会保険の加入に向けて、社会保険に対する
考え方の転換、固定費の削減や営業効率の改善
など企業全体での見直しも必須になるでしょう。
ＳＢＬでもしっかりと経営のアドバイスにつな
げていきたいと思います。（八木）

消費税が８％に増税されて４ヶ月が経ちまし
たが、心配された景気への影響も目立っていな
い様子です。高齢化社会の進展により、年金給付
や医療保険支出の増加は避けられず、今後、税金
や社会保険料の増加は必須と言えます。それに
関連して最近の新聞で気になる報道があったの
で紹介します。

●社会保険の適用と未加入の問題
株式会社などの法人、及び従業員が常時5人以
上いる個人事業所（農林漁業など一定の場合を
除く）は社会保険に加入しなければなりません。
そして社会保険の適用事業所で働く人（正社員の
３／４未満のパート労働者を除く）は社会保険
に加入しなければなりません。
しかし、上記のように法律で定められているに
も関わらず、社会保険未加入の事業所は約80万
社あると言われています。

～厚生年金の加入逃れ阻止
　　　　　　　　政府、納税情報で特定～
　政府は厚生年金に入っていない中小零細企
業など約 80 万社（事業所）を来年度から特定
し加入させる方針だ。国税庁が保有する企業情
報をもとに厚生年金に加入していない企業を調
べ、日本年金機構が加入を求める。
（平成 26 年 7月 4日日経新聞より抜粋）

お知らせ
＜事務所移転のお知らせ＞
事務所を2階から3階に移転します。
3階での業務は9月中旬を予定しています。
９月上旬は引越作業の為に皆様にご迷惑をお
かけすると思いますが宜しくお願いします。

＜お盆休みのお知らせ＞
今年のＳＢＬのお盆休みは8月13日から17日
とさせていただきます。なお、8月18日より通常
営業いたします。
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波に乗れ！ネットサーフィンのコツ
最近では、インターネットさえあれば、ある程度の

情報収集ができる時代になっています。
ですが、あまりの情報量になかなか希望の答えに辿

りつけない・・・なんて事ありませんか？
そんな時は、検索の際に一手間加えるだけで、目的
の情報に近づけるようになります。
google検索とyahoo検索で使用できる便利な”検索
演算子”をご紹介！

【AND検索】
使用方法：キーワード間に一文字分の
スペース（半角、全角どちらでも可）
を入れる。
「奈良　税理士事務所」とい
う風に、両方の語句を含むウ
ェブページを表示してくれる
検索方法です。
キーワードのすべてを含ん
だページのみを表示します。キ
ーワードの順番は結果に影響が
あり、左側に書かれたキーワード
ほど重視されます。
これは普段使っている方も多いかと
思います。最近はGoogleから検索候補をあげ
てくれますね。

【OR検索】
使用方法：キーワードを半角大文字
「OR」、もしくはパイプ「|」で区切り、そ
の前後には半角スペースを入れる。
複数のキーワードを同時に指定して、
どちらか一方にマッチする検索結果を
得たいときに使用します。

例えば、奈良または大阪の物件を検索
したいときには、「物件 奈良 | 大阪」と使
用します。2つの語句のどちらかを含む
Webページが検索結果として表示されま
す。

【マイナス検索】
使用方法：「-（マイナス）」または、「NOT」を
除外したい条件の前につける。
特定のキーワードを検索結果から外したい時に使用

します。

例えば、iPhoneのことについて調べたいが、3GSの情
報を除外したい場合は、「iPhone -3GS」と検索します。(-
とスペースは半角にすること)

【フレーズ検索】
使用方法：検索したい語句を「"キーワードA キーワー

ドB"」という風にダブルクォーテーションで囲む。
複合キーワードや文章、英語などその単語と完全
に一致するものだけを検索結果に表示したい時に

使います。本やDVDのタイトル、偉人の言
葉などから検索したいときに便利
です。

【あいまい検索】
使用方法：アスタリスク（*）を
不明な語句の代わりに使う。
別名ワイルドカード検索。検
索したいキーワードの一部分
が思い出せない時や、漢字の
一部が分からないような時に
使用します。

四字熟語で「一蓮托生」の「托」
の漢字が分からない場合、その部分を

「*」にし、「一蓮*生」と検索します。ワイル
ドカード（*）は1度に2個以上使え、正式名称が

飛び飛びでしかわからない時など便
利です。

【数値の範囲を指定して検索】
使用方法：指定したい範囲の数値の
間に「..」を付ける。
範囲指定する数値は、最大値や最小
値のどちらか一方のみでもOKです。

例えば、100円から500円以内でハ
ンカチを探している場合、「ハンカチ

　100..500円」と入力します。
また、「流行語大賞 2012..」とすると、2012

年から現在までの流行語大賞を検索できま
す。

google、yahooごとに特有な検索方法が
存在します。(天気予報や単位の変換まで・・・)
これらを巧みに使い分け、快適なネットサーフィンラ
イフを過ごしましょう！（下村）
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団塊の世代の高齢化と来年の相続税の改正を迎えて、相続に関する関心が高まり
つつあります。今号から数回、相続に関する基礎知識を紹介したいと思います。

民法で決められた相続人と相続分
相続とは、人が死亡した場合に、その死亡した者（＝
被相続人）から財産を受け継ぐことをいいます。民法で
は相続人およびその相続分について図表のとおり定め
ています。
まず、被相続人に配偶者がいれば、配偶者は必ず相
続人となります。次に被相続人に子がいれば子が相続
人に、子がいない場合には親が相続人となります。子も
親もいない場合に限り被相続人の兄弟姉妹が相続人と
なります。

遺言で自由に承継者と相続分を定める
民法で定められているからと言って、被相続人はそれ
に従う必要はありません。自分の財産をどのように処分
しようと自由であり、被相続人は生前に自分の死亡後
の財産の取り扱いについて、遺言することができます。
この場合、法定相続人及び法定相続分よりも、遺言書の
内容の方を優先することになります。
ただし、特定の相続人に対しては、その立場を保護す

るため、少なくともこれだけは絶対に残さなければな
らないとする一定の割合（遺留分）があり、これを下回る
ような内容の遺言があっても、その割合まで遺産を取り
戻す道（遺留分の減殺請求）が開かれています。
遺留分の割合は、被相続人の遺産の1/2（相続人が直
系尊属のみの場合は1/3）となっています。尚、兄弟姉妹
には遺留分はありません。

相続人の確定
財産を相続するといえば、被相続人が所有していた
土地、現預金等のプラスの財産（権利）だけを考えがち
ですが、借金などのマイナスの財産（義務）も含まれま

す。マイナスの財産が多い場合には、被相続人の財産
上の権利・義務の相続を全面的に拒否する「相続放棄」
という手続きがあります。
「相続放棄」は他の相続人の相続分を増やすために
行われるケースもあります。
また、相続財産が、プラスであるかマイナスであるか
不明の場合には、相続によって取得した財産の範囲内
で相続した借金を支払う「限定承認」を選択することも
できます。借金を相続財産で弁済し財産が残れば、その
残った財産を相続することができます。
「相続放棄」も「限定承認」も相続開始後３ヶ月以内
に家庭裁判所に申述しなければなりません。３ヶ月を
経過して相続放棄等をしなかった場合が相続の承認（
単純承認）となり、それによってはじめて相続人の地位
が確定的なものとなります。

遺産の分割手続
遺産分割の手続は、遺言がある場合とない場合とで
大きく異なります。（図表参照）
まず、遺言がある場合ですが、遺産は遺言執行者のも

と原則として遺言どおりに分割されます。遺留分を侵害
する遺言である場合には、相続人・受遺者間の遺産分
割協議が必要になるケースがあります。
次に、遺言がない場合には、法定相続人が被相続人
の遺産を相続します。各法定相続人には法定相続分が
定められていますが、実際の相続分は、法定相続人の
間で遺産分割協議を行って自由に決定されます。実際

平成 26 年度　税制改正

順位

1

2

3

法定相続人

配偶者と子

配偶者と親

配偶者と兄弟姉妹

法定相続分

配偶者 1/2

配偶者 2/3

配偶者 3/4

子 1/2

親 1/3

兄弟姉妹 1/4

【法定相続人と法定相続分】

相続の基本
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また、不動産所得や事業所得などの所得税の確定
申告が必要であった被相続人であれば、その年の1月1
日から相続発生の日までの期間の所得を相続発生日か
ら4ヶ月以内に確定申告（＝準確定申告）をしなければ
なりません。この申告は相続人全員が納税者となり、被
相続人の所得税申告を行う義務があります。

相続税の申告
大きな相続手続きとして、相続税の申告があります。
相続税は、被相続人の財産を相続により取得した場
合にかかる税金です。相続税がかかるのは、大まかに言
うと被相続人の「正味の遺産額」が「相続税の基礎控除
額」を上回る場合です。「相続税の基礎控除額」以下の
場合には、相続税はかかりません。基礎控除額は、平成
27年以降の相続より次の算式で計算した金額となりま
す。

例えば、相続人が妻と子2人の合計3人だとすると
3,000万円＋（600万円×法定相続人３人）＝4,800万円
が基礎控除額となります。現預金や有価証券、不動産な
どのプラスの遺産から借入金などの債務を控除した、
正味の遺産額が4,800万円を上回ると相続税がかかり
ます。
相続税がかかる場合には、相続発生日から10ヶ月以
内に相続人全員が共同して相続税の申告・納税をしな
ければなりません。相続税は相続人1人1人が実際に取
得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期
限までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが
前提になります。遺産分割協議がまとまらない場合に
は法定相続分で相続したものとみなして、とりあえず相
続税の計算をすることになります。(次号に続く）

の相続分が法定相続分どおりでないケースも多く見受
けられます。
遺言がない場合には、内縁の妻はもちろん、たとえ
同居している親族であっても長男の嫁や長女の夫など
法定相続人以外の人は遺産を相続することはできませ
ん。法定相続人以外の人に遺産を承継させたいのであ
れば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必
要があります。
遺産の分割が確定すれば、各相続財産の名義を被相
続人から相続人へ変更できることとなります。

その他の相続手続
被相続人の遺産分割の他にも、行わなければならな
い相続の手続がいくつもあります。まず、役所に対して
７日以内に死亡届出書を提出しなければなりません。
年金の資格喪失・種別変更手続きや遺族年金・死亡一
時金などの受給手続き、健康保険の資格喪失手続きや
葬祭費の受給手続きについても所定の期限内に行わ
なければなりません。

【相続税の基礎控除額】

1回の相続につき

3,000万円3,000万円
法定相続人一人につき

600万円600万円+

【遺産相続の流れ】

被相続人の死亡

遺言の存在

あり なし
遺言書の検認 相続人の確定

遺言執行人の選任 遺産分割協議

遺産の分割

相続財産の名義変更へ
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古川は5月30日から6月2日まで北海道に行っていま
した。今回の旅は私と娘そして父親との3世代での旅
行です。
北海道は何故か32℃を超える真夏日。奈良や沖縄

よりも気温が高く、わざわざ暑いところへ行くのが少
し…いや、かなり残念。
新千歳空港に11時前についた私たちは早速北海道

でも長い行列ができると人気の回転ずし屋さんに入
りました。関西では見たことのないメニューがたくさ
んあり、目移りしながらお腹いっぱい
食べました。
レンタカーを借りて、「少年よ、大志
を抱け」の言葉で有名な北海道開拓
の父クラーク博士の銅像がある羊ヶ
丘展望台に。

その後は子供の為に向かった
「ノースサファリサッポロ」。ここ
ではアザラシやカンガルーに触
れたり、フクロウに餌やりをした
り、動物が身近にみられるので
娘は大喜び。売店では「ワニ肉バ
ーガー」や「ダチョウバーガー」な
んかも売られていました。

夜は「せっかく北海道なのだからジンギスカンを食
べよう！」となったのですが、金曜日の札幌をなめてい
ました。どこもかしこもお店がいっぱいで予約がとれ
ず、小さい子供を連れて歩くのが大変。父親がだんだ
ん不機嫌になり「コンビニで弁当を買ってホテルで食
べる！」と言い出し、かなり険悪な雰囲気に。結局ホテ
ル近くの海鮮居酒屋で、やっと夜ごはんを食べること
ができました。

2日目は早起きして「さっぽろ朝市」へ。札幌には二
条市場と札幌市中央卸売市場があるのですが、中央
卸売市場の横にある「さっぽろ朝市」は一般の人も卸
値で買い物ができます。

向かう途中、大通公園沿いで信号待ちをしている
と、目の前をキタキツネが横切りました。「さすが北海
道！」と思ったのですが、どうやら札幌市内の大通公園
でキタキツネを見ることは、珍しいらしく迷い込んでし
まったようでした。野生のキツネにはエキノコックスと
いう寄生虫がついているので要注意です！
ここから高速に乗って旭川市の旭山動物園に向か

いました。途中寄った日本最北のサービスエリアの砂
川ＳＡには全国2位になったソフトクリームが。始め
に駐車したところは小さなレストランしかなかったの
ですが、実は駐車スペース内にぐるっと続くと道があ
り、車で進むとハイウェイオアシス館という大きな建
物に繋がります。
休憩も入れながら3時間弱のドライブ。やっと着い
た旭山動物園には動物園所有の無料駐車場と、民間
運営の有料駐車場があります。私たちが停めた正門
前は無料で、西門は有料です。でも西門の方が園内を
回るにはもっとも近くて便利そうでした。
旭山動物園は、どの動物もすごく近くで見ることが

できて迫力がありました。特に新しくできたカバ舎が
水中で泳ぐカバがみられて面白かったです。1時ごろ
が外の展示から中のプールに移動する時間なので、ち
ょうどプールに飛び込むところが観られたりするので
お勧めです。
動物園を後にして今度はホテルのある富良野へ。
途中、iphoneの壁紙にも採用されていて、パワースポ
ットでも話題の「青い池」にも行ってみました。曇り空
だったせいか実際見たのはそれほど青くありませんで
したが…。

2日目の宿はドラマ「風のガーデン」の舞台にもなっ
た新富良野プリンスホテルに宿泊です。あいにく風の
ガーデンはまだ花の季節には
早すぎてさみしい感じでした。
前日の教訓を活かし、すでに夕
食はホテル内にある「炭焼処き
たぐに」を事前に予約。温泉に
も浸かり、ほっこりしました。

3日目の早朝、北海道に行く
目的の一つだった「気球に乗
る」アクティビティを体験する
はずだったのですが、あいにく上空に強い風が吹い
ていた為、開催が中止となりました。開催される率は
50%だそうですが、とても楽しみにしていたのでガッ
カリでした。
朝食を食べた後は、ドラマ「北の国から」の舞台に
なった「五郎の家」に到着。本当にドラマで見たままの
世界が目の前にあり、父と共に感動していました。お
みやげにあの有名なセリフをダジャレにした「子供が
まだ食ってる途中でしょうがラーメン」を購入。ちなみ
にしょうがは自分で用意しないといけません。

古川は5月30日から6月2日まで北海道に行っていま
した 今回の旅は私と娘そして父親との 世

いました。途中寄った

今度はどこ行こう？

夜 「 海
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みんなにやさしいエコドライブ講座

消費税が8％になり数ヶ月たち、やはり家計には大
きな負担が強いられています。そして、もう1つ家庭に
大打撃を与えているもの、それは「ガソリン代」。
イラク情勢の悪化で原油価格が上昇し、資源エネル
ギー庁の石油価格調査(6月30日時点)によると、レギュ
ラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は
168.4円となり、高値が続いているそうです。
　少しでも家計を抑えるために、今日から車の燃費に
注目し、エコドライバーを目指しましょう！車の燃費は、
運転手次第で良くも悪くもなりますよ。

①車内はスッキリ
少々面倒でも不要な荷物は降ろして車をすっきりス

リムにしてから出かけましょう。

②タイヤの空気圧は大丈夫？
タイヤの空気圧は50kpa（0.5kgf/cm2）不足すると
燃費効果が市街地で2%、郊外で約4%ほど悪くなるそ
うです。空気圧は月１ペースで確認をするようにしま
しょう。

③エンジンをかけたら即スタート
エコドライバーになるためには、アイドリンクは大
敵です。こまめにエンジンを切りましょう。
但し、極寒時や何日間もエンジンをかけていなかっ
た場合はエンジン内にオイルを循環させるために始
動後、数十秒待ってから発進するようにしてください。

④アクセルはゆっくり
アクセルを軽く踏み込み、速度の上がり具合を確認

しながら少しずつ加速。発進から5秒で時速20kmに達
するくらいの加速だけで11％程度燃費が改善します。

⑤ブレーキは適切に
停止位置が分かったら、早めにアクセルから足を離

して、エンジンブレーキで減速。エンジンブレーキが
効いてる状態では、ガソリンの消費量はかなり少なく
なります。
⑥エアコンの使いすぎに注意
気候条件に応じてこまめにエアコンを調節。
・春、秋などはできるだけOFF。
・ONの時は内気循環。
・風量調節はAUTOで。

⑦満タン給油は控える
40リットルのガソリンが入るタンクの場合、半分の
量で済ませれば20リットル分は軽くなります市街地ば
かり走るような車なら、満タンにしないことも燃費向
上に役立ちますよ。

ちょっとした事でかなりのガソリンを節約できるそ
うです！お財布にも、環境にも優しい快適なカーライ
フを目指し、安全運転を心がけましょう。(下村）

そして、旭川に戻り、あさひかわラーメン村でお昼。
ラーメン村には「山頭火」や「青葉」など旭川ラーメン

の有名なお店が入っていますが、色
々悩んで「天金」に。

最終夜の宿は札幌駅北口近くのホ
テルに。ビジネスホテルだったので
すがデラックスフロアにしたのでとて
も広くて快適でした。デラックスフロ

アに宿泊するとフロント奥のラウンジでセルフですが
飲み放題！！ビールや焼酎まで飲めるのでこれはお得
ではないでしょうか？

夜ごはんはずっと海鮮が続いたので、ずっと食べ
損ねていた待望のジンギスカンに！
札幌駅ビル内にある松尾ジンギスカンで頂いた
のですが（もちろん前日に予約）、ここは焼いたお肉
を生卵にくぐらせて食べる、すき焼きっぽい食べ方

でちょっと変わっていました。お
肉もクセが無く、子供もモリモリ
食べていました。北海道でまだ
まだ食べたいものがたくさんあ
ったけれど胃袋の限界が…。
完全に食事メインになり、し

っかり太って帰ってきた北海道旅行でした！（古川）

の
々
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事務所の基盤人材の採用のため、8月9日に税理士受験学校主催の就職合同説明会に
参加します。税理士試験の受験者で3科目以上の科目合格者をＳＢＬでは募集します。私自
身も20年前合同説明会に受験生・求職者の立場で参加していました。どんな人との出会
いがあるかワクワクしています。（八木）

６月に次女が、ブラスバンド部に入部しました。実は、娘の小学校は、全国大会金賞受賞レ
ベルのハイレベルな部・・・。毎日の朝練、週２日の放課後練習、週末の１日練習に加え、親も配
車当番、練習当番・・・と我が家の生活が一変しました。親子で弱音をはきそうですが、なんとか
卒業までやり遂げてほしいものです。ちなみに、次女はまだ３年生。先は長いです・・・。（田村）

先週末、とある奈良市内のおもちゃ屋さんに妖怪ウォッチのメダルを買いに開店一時間前
から子供二人と並びました。列の少し後ろのおばあちゃんは、茅ヶ崎の孫のために・・・と並んで
ました。最近、遠方の孫のために、メダルに並ぶおじいちゃん、おばあちゃんが多いようです。Ｓ
ＢＬのスタッフも妖怪ウォッチ情報を、情報弱者の私に教えてくれます（*^_^*）(名倉)

今回は受験勉強の為にお休みです。（加村）

先日、友人とバリ島へ旅行に行ってきました。青い空、白い雲、透き通る海。あまりの美しさ
に失神寸前でした。毎晩飲み歩き、謎の市場でご飯を食べ（一番美味しかった）、海で遊
び、だいぶハメを外してきました。（笑）先着１名様にバリ土産として、ドリアンキャンディー
をご用意しておりますので、ご要望の方は下村まで！！（下村）

先日ペットショップに行くと、【オカヤドカリをプレゼント！】の文字が。3匹も我が家にやって
きました。調べてみると、どうやら寿命は20～30年！！水槽にサンゴ砂を敷いて飼っているの
ですが、引越用の貝殻を入れてやると、早速1匹引越してくれて愛着がわいてきました。この
オカヤドカリ、家で飼える天然記念物らしく、なかなか珍しいと思いませんか？(古川）

編集後記

第二阪奈道路 宝来出口から約10分
京奈和自動車道 木津ICから約20分
西名阪自動車道 郡山ICから約40分

大阪難波駅より快速急行で32分
京都駅より急行で41分
橿原神宮前駅より急行で28分
　　　　　↓
大和西大寺駅より徒歩3分

〒631-0822　
奈良市西大寺栄町3-23サンローゼビル2階

☎ 0742-32-1112　
ＦＡＸ　0742-32-1113
Ｈ Ｐ http://sbl-plaza.com
Email　zei-info@sbl-plaza.com

発行元 ：  税理士事務所 SBL ■近鉄電車でおこしの場合

■お車でおこしの場合

※駐車場あります

４歳の長女と１歳の次女がいるのですが、最近、次女が少しずつ言葉を話すようになってき
ました。まだほとんどの言葉がうまく発音できない中、「いやだ！」と「こわい！」だけはハッキ
リ言っています。人が生きていくうえでの本能的な部分での成長を感じました。(日浦）

Ｐ

秋
篠
川

近鉄　大和西大寺駅

近鉄百貨店
奈良ファミリー

サンワシティ

東進ハイスクール

ダイコク
ドラッグ

デイリーヤマザキ

消防署

税理士事務所ＳＢＬ
サンローゼビル 2Ｆ

南都銀行


